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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 641 △57.6 △564 ― △545 ― △389 ―

24年3月期 1,513 △26.0 △301 ― △263 ― △359 ―

（注）包括利益 25年3月期 △359百万円 （―％） 24年3月期 △354百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 △79.07 ― △9.9 △2.9 △88.0

24年3月期 △66.68 ― △8.2 △0.8 △19.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 4,686 3,735 79.7 791.04
24年3月期 33,346 4,161 12.5 828.80

（参考） 自己資本   25年3月期  3,735百万円 24年3月期  4,161百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 △919 265 △66 2,590
24年3月期 598 △13 △81 3,311

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社としてお約束する主旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件
及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２ 「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１） 経営成績に関する分析」 をご覧下さ
い。 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 460 11.7 △64 ― △56 ― △37 ― △7.84

通期 707 10.2 △218 ― △201 ― △184 ― △39.00



※  注記事項 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場 
合）に該当するものであります。詳細は、添付資料P．17 「連結財務諸表 （５） 連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 有

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 6,543,700 株 24年3月期 6,543,700 株

② 期末自己株式数 25年3月期 1,821,662 株 24年3月期 1,522,562 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 4,924,126 株 24年3月期 5,390,149 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 59 △12.8 △0 ― 52 ― △1,173 ―

24年3月期 68 4.7 △10 ― △82 ― △57 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 △238.36 ―

24年3月期 △10.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 4,125 4,121 99.9 872.93
24年3月期 5,551 5,362 96.6 1,068.02

（参考） 自己資本 25年3月期  4,121百万円 24年3月期  5,362百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手 
続は終了しておりません。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  4
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4
（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  5

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  6
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  7
（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  7
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  7
（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 ………………………………………………………………  7

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  8
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  8
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  10

（連結損益計算書） ………………………………………………………………………………………………  10
（連結包括利益計算書） …………………………………………………………………………………………  12

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  13
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  15
（５）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  17

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  17
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） …………………………………………………………  17
（会計方針の変更） …………………………………………………………………………………………………  18
（表示方法の変更） …………………………………………………………………………………………………  18
（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  19
（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  19
（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  20
（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………  20
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  21
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  21
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  23
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  23

５．営業収益の状況 …………………………………………………………………………………………………………  24
（１）受入手数料 …………………………………………………………………………………………………………  24
（２）トレーディング損益 ………………………………………………………………………………………………  24
（３）売上高 ………………………………………………………………………………………………………………  24
（４）その他 ………………………………………………………………………………………………………………  24

６．各取引の売買高の状況 …………………………………………………………………………………………………  25
（１）外国為替証拠金取引 ………………………………………………………………………………………………  25
（２）取引所株価指数証拠金取引 ………………………………………………………………………………………  25

スターホールディングス㈱（8702）　平成25年3月期　決算短信

-1-



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日）における我が国の経済状況は、復興需要を背景に景気

回復の動きが続くと期待されながらも、年末にかけては輸出が緩やかに減少し、企業収益は製造業を中心に弱含むな

ど、企業の業況判断が慎重さを増していましたが、政権交代後に新政府が大胆な政策に取り組み始め、景気が俄かに

回復する動きを見せています。また、それを後押しするように日銀が金融緩和策を打ち出したことから株高、円安と

なり、景気回復に向けた動きが一層鮮明になっています。しかし、海外経済の不確実性が依然として高く、我が国の

景気を下押すリスクになっている状況に変化は無く、依然として注意が必要な状況が続いています。 

 このような経済・市場環境のもと、当社グループの受入手数料は295百万円（前期比73.7％減）となり、トレーデ

ィング損益０百万円（前期は５百万円の損失）、売上高344百万円（同12.7％減）となりました。また、販売費及び

一般管理費は919百万円（同38.1％減）となりました。 

 なお、平成24年４月５日に発生いたしました、連結子会社であるスター為替証券株式会社の取引所為替証拠金取引

「くりっく365」の取引システム障害にかかった費用を特別損失として18百万円計上しております。 

 また、連結子会社であるスター為替証券株式会社は、同社の東京金融取引所における為替証拠金取引及び株価指数

証拠金取引に係る事業と店頭為替証拠金取引に係る事業について、インヴァスト証券株式会社を承継会社とする吸収

分割を実施しております。 

 当社グループは当連結会計年度において特別損失を合計255百万円計上いたしました。主な内訳としては減損損失

150百万円、厚生年金基金特別掛金27百万円、システム解約費用21百万円、システム障害費用18百万円であります。

一方、特別利益を合計415百万円計上いたしました。主として事業譲渡益407百万円計上によるものです。 

 この結果、当連結会計年度の当社グループの連結業績は、営業収益641百万円（前期比57.6％減）、営業損失564百

万円（前期は301百万円の営業損失）、経常損失545百万円（前期は263百万円の経常損失）、当期純損失389百万円

（前期は359百万円の当期純損失）となりました。 

 セグメント別の業績は以下のとおりであります。なお、セグメント間の内部取引を含めて記載しております。  

①（投資・金融サービス業） 

・外国為替証拠金取引業 

 為替市場では平成24年２月初めから続いた米ドル高基調により、３月15日には昨年４月以来となる１ドル＝84

円台を付けましたが、４月13日の日銀金融政策決定会合で「成長基盤強化支援の拡充」が決定されたことによ

り、急ピッチの米ドル高に対する警戒感が強まったことで、４月30日には１ドル＝80円を割り込むなどドル高に

対する調整が進み、５月後半からはおおむね１ドル＝79円台で推移しました。その後６月下旬には欧州情勢を睨

みながら、再びリスク回避姿勢が強まるにつれて米ドルは幾分上昇し、米ドル円相場と相関の高い、比較的残存

期間の短い米国債券利回りが強含む中、緩やかな米ドル高基調で推移し、１ドル＝80円台を回復する局面もあり

ました。 

 ７月に入ると米ドル相場は、欧州情勢の悪化を背景にユーロに対しては上昇したものの、ＦＲＢの追加緩和観

測の高まりから他の通貨に対しては弱含みの展開となり、特に対円では総じて緩やかな下落が続き、23日には一

時１ドル＝77円台に下落しました。その後は日本の通貨当局による介入警戒感もあり、８月中旬には米国経済指

標の改善を受けた米国債券利回りの上昇につれて、20日に１ドル＝79円台後半まで上昇したのち調整、また９月

には日銀の追加緩和もあって、再度１ドル＝79円台を回復する局面もありましたが長続きせず、米国債券利回り

が低下するにつれて米ドル安が進み、月末にかけては再び１ドル＝77円台に下落しました。 

 10月以降の米ドル相場は、米国経済指標の改善を受けた米国債券利回りの上昇と日銀の追加緩和への期待から

米ドル高基調となり1ドル＝80円台を回復したのに加え、11月14日に野田首相が衆議院解散の意思を表明したこ

とと、翌15日には安倍自民党総裁が金融緩和強化の発言を行ったこともあり、両日の急伸で一気に81円台に達し

ました。翌12月は、米国で「財政の崖」への懸念から一部の経済指標は弱含んだものの、耐久財受注などの好調

な経済指標も目立ち始めたことや、自民党幹部の発言などから、衆議院選挙前から金融緩和が一段と積極化する

との期待感が顕著となった他、日銀が金融緩和の強化を決定したことなどで１ドル＝86円台まで上昇しました。

 １月から３月中旬にかけては、平成24年10月から続く上昇基調に変化は無く、日銀のインフレ目標の設定や金

融緩和、米国ＦＲＢの「量的金融緩和」の減額などが材料にされ、３月８日には１ドル＝96円台まで上昇しまし

た。その後は米国株の上昇一服等で上値が押さえられ、３月下旬にはややドル安基調となりました。 

 なお、当連結会計年度の東京金融取引所における取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取引高は58,200千

枚（前期比51.9％減）、当社グループの取引高は2,248千枚（同74.8％減）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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・株価指数証拠金取引業 

 当連結会計年度の東京金融取引所における取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」の取引高は2,524千枚

（前期比142.2％増）、当社グループの取引高は62千枚（同41.2％減）となりました。 

 この結果、投資・金融サービス業の営業収益は297百万円（前期比73.4％減）、営業損失519百万円（前期は

237百万円の営業損失）となりました。 

②（再生エネルギー・環境事業） 

 国内の住宅用太陽光発電システムの販売市場は、平成21年度から実施されている太陽光発電システムへの補助

金交付が今年度も継続されていることに加え、平成21年11月から開始された「電力買取制度」など、国策レベル

で普及が推進される一方、先行する国内メーカーの積極的な事業強化と海外メーカーによる価格攻勢でシェア競

争が加速しているほか、太陽光発電システムの販売業者の中には住宅業界や電設・電機業界以外からの新規参入

も散見され、販売業者間の競争激化も進みました。また、平成24年７月に施行された「電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」による産業用太陽光発電システムの販売・施工の需要が増加して

いるものの、住宅用と同様に業者間での価格競争が激化しております。 

 なお、産業用太陽光発電システムの販売・施工の需要増に伴い、当社グループでは同システムの販売を強化す

るとともに、平成24年12月には産業用太陽光発電システムの需要が見込める九州地区に施工部門を開設し、施工

及びメンテナンス等にも注力しています。 

 この結果、当連結会計年度の当社グループの再生エネルギー・環境事業の売上高は357百万円（前期比9.4％

減）、営業損失44百万円（前期は53百万円の営業損失）となりました。 

（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、当連結会計年度において投資・金融サービス事業の事業規模を縮小しておりますこ

とから、当面は再生エネルギー・環境事業を中心に事業を展開してまいります。新たに参入予定の売電事業につきま

しては、実際の売電収入の計上は平成27年3月期以降となる可能性もあり、当面は太陽光発電システムの販売・施工

及びメンテナンスを軸として収益基盤の確立を図ってまいります。 

 一方、投資・金融サービス業では新規事業の構築を進め、新たな収益源の確保を目指します。 

 この結果、平成26年３月期の業績につきましては、営業収益707百万円、営業損失218百万円、経常損失201百万

円、当期純損失184百万円を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産等の状況） 

 当連結会計年度末における総資産につきましては、流動資産が4,314百万円（前期比28,481百万円減）、固定資産

が371百万円（同178百万円減）となり、4,686百万円（同28,660百万円減）となりました。 

 流動資産の減少は、主として差入保証金が27,885百万円減少したことによるものです。 

 固定資産の減少は、主として有形固定資産が31百万円、無形固定資産が103百万円、投資その他の資産が44百万円

減少したことによるものです。 

 当連結会計年度末における負債につきましては、流動負債154百万円（同28,237百万円減）、固定負債721百万円

（同３百万円増）となり、950百万円（同28,233百万円減）となりました。 

 流動負債の減少は、主として外国為替取引預り証拠金が27,790百万円減少したことによるものです。 

 固定負債の増加は、主として役員退職慰労引当金が319百万円、負ののれんが29百万円減少したものの、長期未払

金が319百万円、繰延税金負債が16百万円、退職給付引当金が15百万円増加したことによるものです。 

 純資産合計は3,735百万円となり、前期と比べ、426百万円の減少となりました。これは主として利益剰余金が389

百万円減少したことによるものです。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが△919百万円、投資活動によるキ

ャッシュ・フローが265百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△66百万円となったことから、前連結会計年

度末に対して720百万円減少（21.8％減）し、2,590百万円となりました。 

 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは△919百万円（前期は598百万円）となりました。

差入保証金の増減額が27,885百万円となったものの、税金等調整前当期純損失△385百万円を計上し、役員退職慰労

引当金の増減額が△319百万円、外国為替取引預り証拠金の増減額が△27,790百万円となったことなどによります。 

 当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは265百万円（前期は△13百万円）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出が△15百万円、無形固定資産の取得による支出が△40百万円となったもの

の、事業譲渡による収入が307百万円となったことなどによります。 

 当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出△66百万円により、

△66百万円（前期は△81百万円）となりました。 

  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

*「時価ベースの自己資本比率」の株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

*「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については有利子負債及び利払いがないため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、当社グループの利益状況に合わせた配当

を前提とし、財務内容及び事業展開等を勘案したうえで、可能な限り安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針

としております。 

 しかしながら、当事業年度の配当につきましては、ここ数年来における当社グループの業績を踏まえ、誠に遺憾な

がら無配とさせていただきたいと存じます。また、来期の配当の見通しにつきましては、中間配当が無配、期末配当

が無配とさせていただく予定となっております。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％）  19.8  14.6  12.4  12.5  79.7

時価ベースの自己資本比率（％）  2.2  2.3  2.0  3.0  26.3
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(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、当社グループの事業に関するリスクについて、主な事項を記載しております。ま

た、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項については記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回

避に努めております。 

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①金融商品取引事業の登録等について 

 当社グループは、金融商品取引に関する業務を行っております。これらの業務は金融商品取引法の適用を受ける

ものであり、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ営んではならない旨定められております。連結子会社のス

ター為替証券株式会社は、これらの法の規定に基づき、登録を受けております。 

 当社グループの事業活動の継続には、前述のとおり金融商品取引業者の登録が必要となりますが、現時点におい

て連結子会社はこれらの取消事由に該当する事実や業務停止等の行政処分を受けるような事実はないと認識してお

ります。しかしながら、将来、何らかの事由により登録の取消等があった場合には、当社グループの事業の継続性

及び経営成績や財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

②再生エネルギー・環境事業について 

 当社グループは、平成21年７月から同事業の営業活動を開始しております。しかしながら、当連結会計年度にお

いて利益を計上するに至っておらず、黒字体質への早期転換が急務となっております。今後、国及び自治体の補助

金事業などの政策の変化やより一層の競争激化などにより、収支状況が悪化する可能性があります。 

 なお、翌事業年度は太陽光発電による売電事業への参入を計画しておりますが、経済産業省または電力会社の認

定等が受けられない場合は計画どおりの売電収入が得られない可能性があります。また太陽光発電の発電量は日照

時間その他の自然現象の影響を受けるため、十分な日照時間が確保できない等の場合には、当初計画した売電収入

が得られない可能性があります。 

③法令・規則等の改定による新たな規制の導入について 

 法令・規則等の改定等により新たな規制が導入された場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

④顧客情報が流出するリスクについて 

 当社グループは、住所、電話番号等の顧客の個人情報を大量に保有しております。これらの顧客情報は、厳重に

管理を行っておりますが、コンピュータシステムの不正利用や過失により外部に流出した場合、社会的責任を問わ

れるだけでなく、損害賠償を請求される可能性があります。 

⑤訴訟について 

 当社グループの事業活動に関連し、様々な事由により、当社グループに対して訴訟その他の請求が提起される可

能性があり、その内容によっては当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当連結会計年度末時点において、当社グループに対する係属中の損害賠償請求事件はございません。  

⑥継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計事業年度まで８期連続の営業損失を計上しており、当連結会計年度においても営業

損失564百万円を計上しております。また、グループの中核事業であった外国為替証拠金取引業を事業承継したこと

から営業赤字が大幅に減少するものの、新たな収益源の確保が急務となっていることから、将来にわたって事業活

動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況への対応策に取り組んでまいります。なお、当該対応策の詳細は、「３．経営方針」

の「(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に記載しております。 

 また、これらの対応策の実施に加え、当連結会計年度末における当社グループの有利子負債はなく、現金及び預

金残高は2,978百万円と当面の手元資金に不安はないため、継続企業の前提に関して重要な不確実性は認められない

ものと判断しております。  
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 当社グループは、当社、連結子会社３社（スター為替証券株式会社、グリーンインベスト株式会社、グリーン環境

株式会社）で構成され、投資・金融サービス業と再生エネルギー・環境事業を営んでおります。 

 当社グループの中核であった投資・金融サービス業については、連結子会社のスター為替証券株式会社で取扱う取

引所為替証拠金取引「くりっく365」と、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」及び店頭為替証拠金取引「為

替24」の事業を吸収分割の方法により、平成24年12月までにインヴァスト証券株式会社に事業承継させました。現在

スター為替証券株式会社では新たな金融商品取引事業のサービスを開始すべく、調査検討を行っております。 

 また再生エネルギー・環境事業については、連結子会社のグリーン環境にて住宅用太陽光発電システム及びオール

電化製品の販売・施工等を行うほか、産業用太陽光発電システムの販売・施工、メンテナンスを行っております。 

 

※１ 店頭為替証拠金取引「為替24」及び取引所為替証拠金取引「くりっく365」に係る事業は終了しま 

  した。 

※２ 取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」に係る事業は終了しました。  

  

２．企業集団の状況

スターホールディングス㈱（8702）　平成25年3月期　決算短信

-6-



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、持株会社である当社と連結子会社３社により構成されており、投資・金融サービス業のサービス

を提供するほか、再生エネルギー・環境事業を展開していくことにより、継続的な企業価値の向上に努め、顧客、株

主、地域社会の信頼に応えうる企業グループを目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、変化の激しい市場環境において、安定的に収益を確保することが重要であると考え、自己資本当

期純利益率の向上を重要な経営課題と捉えており、資本効率の良い経営を目指し、中長期的な自己資本当期純利益率

の向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、「収益構造の多様化」を中長期的な経営戦略の柱として掲げ、投資・金融サービス業の再構築と

再生エネルギー・環境事業を展開することにより、その実現を目指しております。 

 こうした中、連結子会社のスター為替証券株式会社が取扱う取引所為替証拠金取引「くりっく365」、取引所株価

指数証拠金取引「くりっく株365」及び店頭為替証拠金取引「為替24」に係る事業の競争力と収益力の強化に努めて

まいりましたが、平成23年８月及び平成24年４月に発生した大規模システム障害による顧客流失と預り資産の減少及

び売買高の低迷を防ぐことができず、将来においても業績回復の見込みが乏しいと判断せざるを得ない状況になりま

した。そこで為替証拠金取引及び株価指数証拠金取引事業の規模を縮小することによって収支の改善を図り、財務状

況の改善を進めることが急務と考え、平成24年12月２日までにインヴァスト証券株式会社に事業承継を実施しまし

た。これにより収支の改善が見込まれますが、大幅な減収となるため新規事業の構築が急務となっております。 

 当社グループは、当該状況に対応すべく、以下のとおり対応策を講じ、取り組んでまいります。 

  

①投資・金融サービス業 

 当社グループの投資・金融サービス業は、為替証拠金取引及び株価指数証拠金取引事業の規模を縮小した結果、

自己ディーリング事業が中心となっております。しかしながらグループ全体の収益確保に貢献するには至っていな

いことから、スター為替証券株式会社では新規事業の構築のため調査検討を始めております。      

②再生エネルギー・環境事業 

  当社グループは、平成21年７月から同事業の営業活動を開始しておりますが、当連結会計年度において利益計上

するに至っておらず、ビジネスモデルの再構築による黒字化が課題となっております。 

 平成24年１月に関東に施工部門を新設し、同年12月には産業用太陽光発電システムの需要が見込まれる九州にも

施工部門を開設いたしました。これにより、施工及びメンテナンス等による収益増と施工外注費の削減を見込んで

おります。また電気工事、建築関連の有資格者を確保し、施工等の需要増に対応することにより黒字体質への早期

転換を目指します。 

 なお、当社グループは平成24年７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法」により、太陽光発電による売電事業への参入を検討しておりましたが、翌事業年度より太陽光発電所の

建設に着手し、売電事業を開始できる見通しとなりました。すでに宮崎県内を中心に用地確保を進めており、総投

資額は約800百万円を見込んでおります。これにより、新たな収益源の確保を目指します。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  3,700,172 ※1  2,978,235

預託金 1,100,000 1,100,000

顧客分別金信託 ※2  100,000 ※2  100,000

顧客区分管理信託 ※2  1,000,000 ※2  1,000,000

売掛金 3,595 16,118

トレーディング商品 80 －

商品 2,345 55,979

差入保証金 27,913,629 28,316

未収還付法人税等 406 351

その他 75,711 135,908

流動資産合計 32,795,942 4,314,909

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 52,209 35,715

減価償却累計額 △26,647 △29,555

建物及び構築物（純額） 25,561 6,159

機械装置及び運搬具 5,121 12,968

減価償却累計額 △3,475 △6,494

機械装置及び運搬具（純額） 1,646 6,474

土地 43,941 24,686

建設仮勘定 － 4,144

その他 49,031 19,782

減価償却累計額 △42,474 △14,966

その他（純額） 6,556 4,815

有形固定資産合計 77,706 46,280

無形固定資産 105,293 2,170

投資その他の資産   

投資有価証券 195,098 223,900

その他 186,114 115,524

貸倒引当金 △13,939 △16,581

投資その他の資産合計 367,273 322,843

固定資産合計 550,272 371,293

資産合計 33,346,214 4,686,202
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,724 8,327

トレーディング商品 404 872

未払法人税等 10,984 6,601

外国為替取引預り証拠金 27,790,940 －

ポイント引当金 40,540 －

訴訟損失引当金 3,011 4,500

その他 537,186 134,312

流動負債合計 28,391,791 154,613

固定負債   

長期未払金 － 319,490

繰延税金負債 14,982 31,944

退職給付引当金 45,160 60,903

役員退職慰労引当金 320,720 1,230

負ののれん 337,497 308,150

固定負債合計 718,361 721,718

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 ※3  74,552 ※3  74,552

特別法上の準備金合計 74,552 74,552

負債合計 29,184,706 950,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 60,749 60,749

利益剰余金 1,951,466 1,562,136

自己株式 △375,242 △442,219

株主資本合計 4,136,974 3,680,666

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24,534 54,650

その他の包括利益累計額合計 24,534 54,650

純資産合計 4,161,508 3,735,316

負債・純資産合計 33,346,214 4,686,202
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業収益   

受入手数料 1,121,798 295,462

トレーディング損益 △5,584 233

売上高 394,634 344,591

その他 2,191 1,314

営業収益計 1,513,039 641,601

売上原価 329,151 286,432

純営業収益 1,183,887 355,169

販売費及び一般管理費   

取引所関係費 311,834 89,768

人件費 ※1  433,085 ※1  323,651

旅費及び交通費 10,586 12,023

広告宣伝費 158,861 70,751

通信費 26,625 32,574

不動産賃借料 68,600 48,042

電算機費 235,478 144,965

減価償却費 54,342 41,936

訴訟損失引当金繰入額 2,793 1,488

その他 183,473 154,463

販売費及び一般管理費合計 1,485,681 919,664

営業損失（△） △301,793 △564,494

営業外収益   

受取利息 1,687 1,399

受取配当金 2,199 2,199

負ののれん償却額 29,347 29,347

貸倒引当金戻入額 6,672 －

その他 7,304 2,221

営業外収益合計 47,211 35,168

営業外費用   

株式交付費 － 618

投資事業組合運用損 7,854 12,776

貸倒引当金繰入額 － 2,641

為替差損 781 －

減価償却費 2 －

その他 514 538

営業外費用合計 9,153 16,574

経常損失（△） △263,734 △545,900
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  267

投資有価証券売却益 － 7,802

事業譲渡益 － 407,852

特別利益合計 － 415,922

特別損失   

固定資産除却損 ※3  114 ※3  8,093

減損損失 － ※4  150,247

金融商品取引責任準備金繰入れ 8,319 －

投資有価証券評価損 9,360 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,066

厚生年金基金特別掛金 － 27,685

割増退職金 7,710 8,808

システム障害費用 63,900 18,268

システム解約費用 － 21,200

その他 4,200 20,258

特別損失合計 93,605 255,630

税金等調整前当期純損失（△） △357,340 △385,607

法人税、住民税及び事業税 3,225 3,722

法人税等調整額 △1,127 －

法人税等合計 2,097 3,722

少数株主損益調整前当期純損失（△） △359,438 △389,330

当期純損失（△） △359,438 △389,330
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △359,438 △389,330

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,143 30,115

その他の包括利益合計 ※  5,143 ※  30,115

包括利益 △354,294 △359,214

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △354,294 △359,214
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,500,000 2,500,000

当期末残高 2,500,000 2,500,000

資本剰余金   

当期首残高 60,749 60,749

当期末残高 60,749 60,749

利益剰余金   

当期首残高 2,310,904 1,951,466

当期変動額   

当期純損失（△） △359,438 △389,330

当期変動額合計 △359,438 △389,330

当期末残高 1,951,466 1,562,136

自己株式   

当期首残高 △293,815 △375,242

当期変動額   

自己株式の取得 △81,426 △66,977

当期変動額合計 △81,426 △66,977

当期末残高 △375,242 △442,219

株主資本合計   

当期首残高 4,577,839 4,136,974

当期変動額   

当期純損失（△） △359,438 △389,330

自己株式の取得 △81,426 △66,977

当期変動額合計 △440,864 △456,307

当期末残高 4,136,974 3,680,666
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 19,390 24,534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,143 30,115

当期変動額合計 5,143 30,115

当期末残高 24,534 54,650

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 19,390 24,534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,143 30,115

当期変動額合計 5,143 30,115

当期末残高 24,534 54,650

純資産合計   

当期首残高 4,597,229 4,161,508

当期変動額   

当期純損失（△） △359,438 △389,330

自己株式の取得 △81,426 △66,977

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,143 30,115

当期変動額合計 △435,720 △426,191

当期末残高 4,161,508 3,735,316
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △357,340 △385,607

減価償却費 54,572 45,553

減損損失 － 150,247

負ののれん償却額 △29,347 △29,347

有形固定資産売却損益（△は益） － △267

有形固定資産除却損 114 493

無形固定資産除却損 － 7,600

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,802

事業譲渡損益（△は益） － △407,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △183,440 2,641

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,160 15,742

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △319,490

受取利息及び受取配当金 △3,887 △3,599

預託金の増減額（△は増加） 300,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △918 △12,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △716 △53,633

差入保証金の増減額（△は増加） 2,973,506 27,885,313

長期未収債権の増減額（△は増加） 17,180 △6,220

仕入債務の増減額（△は減少） 4,785 △397

外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） △3,339,848 △27,790,940

ポイント引当金の増減額（△は減少） △17,661 △40,540

その他 1,077,577 30,633

小計 539,737 △919,996

利息及び配当金の受取額 3,887 3,612

法人税等の支払額 △4,759 △3,595

法人税等の還付額 59,798 406

営業活動によるキャッシュ・フロー 598,663 △919,572

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,067 △15,688

有形固定資産の売却による収入 － 380

無形固定資産の取得による支出 △9,080 △40,580

長期前払費用の取得による支出 △4,400 －

投資有価証券の売却による収入 － 13,302

従業員に対する貸付けによる支出 △1,600 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 2,392 132

事業譲渡による収入 － ※2  307,852

その他 930 280

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,825 265,678
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △81,426 △66,977

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,426 △66,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 503,411 △720,871

現金及び現金同等物の期首残高 2,808,046 3,311,458

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,311,458 ※1  2,590,587
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該当事項はありません。 

  

１. 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数     ３社 

 連結子会社の名称    スター為替証券株式会社 

  グリーンインベスト株式会社 

  グリーン環境株式会社 

  

２. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

  

３. 会計処理基準に関する事項 

(1） 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近

の決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

ロ デリバティブ 

 時価法によっております。 

ハ たな卸資産 

   商品  

  個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。  

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。 

ハ 長期前払費用 

  均等償却をしております。 

 なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

(3） 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。  

ロ 訴訟損失引当金 

 商品先物取引事故及び金融商品取引事故による損失に備えるため、損害賠償請求等に伴う損失見込額

を計上しております。 

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（４年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理して

おります。 

ニ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

ホ 金融商品取引責任準備金 

 金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に基づき、「金融商品

取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。 

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 平成22年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、20年間の定額法により償却をしており

ます。 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引き出し可

能な預金並びに取得日から３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資のうち容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないものからなっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

   

(減価償却方法の変更)  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「売上債権の増減

額」「たな卸資産の増減額」「仕入債務の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記す

ることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。 

 また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預り金の増

減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この

表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「預り金の増減額」に表示していた245千円及び「その他」に表示していた1,080,483千円は、「売上債権の増減額」

△918千円、「たな卸資産の増減額」△716千円、「仕入債務の増減額」4,785千円、「その他」1,077,577千円として

組み替えております。 

（会計方針の変更）

（表示方法の変更）
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※１ 担保に供している資産及び対応する負債は次のとおりであります。 

  担保資産 

対応する負債  

 外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に備えるため、取引先金融機関へ預託しております。 

  

※２ 預託金 

     

※３ 特別法上の準備金  

   特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 

   金融商品取引責任準備金   金融商品取引法第46条の５ 

  

※１ 人件費の内訳は次のとおりであります。 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

当座預金 千円 317,360 千円 313,095

顧客分別金信託  

   

金融商品取引法第43条の２第２項に基づき、国内において信託会社等に信

託された顧客分別金信託額であります。  

顧客区分管理信託  

   

金融商品取引法第43条の３第２項に基づき、自己資産と区分して管理する

ため信託された金銭信託であります。  

（連結損益計算書関係）

  前連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

役員報酬 千円 97,177   千円 83,716

従業員給与・賞与  234,355    179,033

退職給付費用  66,349    32,137

福利厚生費  35,203    28,763

計  433,085    323,651

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

機械装置及び運搬具 千円 －   千円 267

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物 千円 －   千円 160

器具及び備品   114    333

ソフトウェア  －    7,600

計  114    8,093
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  ※４ 減損損失 

     当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは事業用資産について継続的に収支の把握を行っている管理会計上の単位である事業所を独立した単

位としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

 上記の営業設備については、事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込まれないため減損損失を計上

いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を零として算定しております。 

 また、遊休資産の回収可能価額は固定資産税評価額に基づき評価しており、処分予定であるソフトウェア及び長期

前払費用については、正味売却価額を零として評価しております。  

  

  

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

    発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加478,700株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

  

場所 用途 種類 減損損失 

東京都中央区  営業設備 設備 千円 13,933

東京都中央区  営業設備 器具及び備品  864

東京都中央区 営業設備 電話加入権   3,908

東京都中央区 営業設備 ソフトウェア    251

東京都中央区 営業設備 長期前払費用    2,103

東京都中央区 処分予定  ソフトウェア    74,879

東京都中央区  処分予定  長期前払費用  33,420

福岡市博多区  処分予定  設備    1,632

福岡市早良区  遊休資産 土地   19,254

（連結包括利益計算書関係）

 
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 △454 千円 54,879

組替調整額  7,273  △7,802

税効果調整前  6,818  47,077

税効果額  △1,674  △16,961

その他有価証券評価差額金  5,143  30,115

その他の包括利益合計  5,143  30,115

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首 

株式数（株）  

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株）  

当連結会計年度末 

株式数（株） 

 発行済株式          

  普通株式         6,543,700                 －                －         6,543,700

   合計        6,543,700                －                －         6,543,700

 自己株式         

  普通株式（注）             1,043,862          478,700               －          1,522,562

   合計              1,043,862            478,700                －        1,522,562
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加299,100株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目と金額との関係 

  

※２ 事業分離により減少した資産及び負債の内訳 

  

  １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、持株会社体制をとっており、商品・サービス別に子会社を置き、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、子会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「投資・金融

サービス業」及び「再生エネルギー・環境事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「投資・金融サービス業」は、外国為替証拠金取引業等を行っております。「再生エネルギー・環境事業」

は、省エネルギー機器等の販売及び施工等を行っております。 

  ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と同一であります。 

 報告セグメントの損失は、営業損失ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  
当連結会計年度期首 

株式数（株）  

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株）  

当連結会計年度末 

株式数（株） 

 発行済株式          

  普通株式         6,543,700                －                －         6,543,700

   合計        6,543,700                 －                －         6,543,700

 自己株式         

  普通株式（注）             1,522,562             299,100              －          1,821,662

   合計              1,522,562             299,100               －         1,821,662

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 3,700,172 千円 2,978,235

証券取引責任準備金口  △10,792  △10,792

金融先物取引責任準備金口  △60,560  △63,760

外国為替取引担保預金  △317,360  △313,095

現金及び現金同等物  3,311,458  2,590,587

 流動資産 

 流動負債 

 事業譲渡益 

 移転に伴う費用 

 未収入金 

千円 

 

 

 

  

23,345,285

△23,345,285

410,852

△3,000

△100,000

 差引：事業譲渡による収入  307,852

（セグメント情報等）

セグメント情報
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  ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

   前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日 

（単位：千円） 

（注）1.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれ
ております。 

   2.セグメント損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△10,994千円が含まれてお
ります。  

   3.セグメント資産の調整額には、報告セグメントに配分していない全社資産137,362千円が含まれており
ます。 

    全社資産は、主に当社余裕運転資金（現金及び預金）であります。 
   4.セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。  
  

  当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

（単位：千円） 

（注）1.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれ
ております。 

   2.セグメント損失の調整額には、セグメント間取引消去300千円、各報告セグメントに配分していない全
社費用△865千円が含まれております。  

   3.セグメント資産の調整額には、報告セグメントに配分していない全社資産715,332千円が含まれており
ます。 

    全社資産は、主に当社余裕運転資金（現金及び預金）であります。 
   4.セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

  

報告セグメント
調整額 

（注）２、３ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）４  

投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

合計

営業収益           

(1)外部顧客への営業収益  1,118,404  394,634  1,513,039  ―  1,513,039

(2)セグメント間の内部取引高 
  又は振替高 

 ―  28  28  △28  ―

計  1,118,404  394,663  1,513,068  △28  1,513,039

セグメント損失(△)  △237,591  △53,208  △290,799  △10,994  △301,793

セグメント資産  33,170,142  38,709  33,208,851  137,362  33,346,214

その他の項目（注）1           

減価償却費  52,712  284  52,996  1,576  54,572

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額  43,480  2,067  45,547  ―  45,547

  

報告セグメント
調整額 

（注）２、３ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）４  

投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

合計

営業収益           

(1)外部顧客への営業収益  297,010  344,591  641,601  ―  641,601

(2)セグメント間の内部取引高 
  又は振替高 

 ―  12,808  12,808  △12,808  ―

計  297,010  357,400  654,410  △12,808  641,601

セグメント損失(△)  △519,554  △44,373  △563,928  △565  △564,494

セグメント資産  3,751,483  219,386  3,970,869  715,332  4,686,202

その他の項目（注）1           

減価償却費  40,578  3,629  44,207  1,346  45,553

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額  20,311  5,957  26,268  ―  26,268
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式 

     が存在しないため記載しておりません。 

   ２.１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。         

  

  

  該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日  

  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日  

  至 平成25年３月31日） 

 １株当たりの純資産額  828.80円  791.04円 

 １株当たりの当期純損失金額  66.68円  79.07円 

  

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日  

  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日  

  至 平成25年３月31日） 

 当期純損失金額（千円）  359,438  389,330

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純損失金額（千円）  359,438  389,330

 期中平均株式数（株）  5,390,149  4,924,126

（重要な後発事象）
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  (1)受入手数料 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

  

  (2)トレーディング損益 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  (3)売上高 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  (4)その他 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     

５．営業収益の状況

区分 

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

外国為替証拠金取引       

取引所為替証拠金取引  1,102,325  289,220  26.2

店頭為替証拠金取引  9,677  △338 －

外国為替証拠金取引計  1,112,002  288,881  26.0

株価指数証拠金取引        

取引所株価指数証拠金取引  9,795  6,580  67.2

株価指数証拠金取引計  9,795  6,580  67.2

合計  1,121,798  295,462  26.3

区分 

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

証券取引 △5,220  1,169 －

外国為替証拠金取引 △364  △1,033 －

商品先物取引 －  98 －

合計 △5,584  233 －

区分 

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

 再生エネルギー・環境事業  394,634  344,591  87.3

合計  394,634  344,591  87.3

区分 

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

外国為替証拠金取引  2,189  1,308  59.8

 その他  1  5  366.7

合計  2,191  1,314  60.0
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  (1) 外国為替証拠金取引 

（注）取引高は、取引所為替証拠金取引、店頭為替証拠金取引の合計となっております。 

  (2) 取引所株価指数証拠金取引（「くりっく株365」） 

６．各取引の売買高の状況

区分 

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

取引高 取引高

米ドル／円 (千米ドル)  18,130,800  3,086,540

ユーロ／円 (千ユーロ)  18,399,670  6,182,530

豪ドル／円 (千豪ドル)  27,937,610  6,679,210

英ポンド／円 (千英ポンド)  9,670,100  2,629,690

ＮＺドル／円 (千ＮＺドル)  2,608,680  975,520

カナダドル／円      (千カナダドル)  684,400  212,110

スイスフラン／円  (千スイスフラン)  1,425,820  163,950

南アフリカランド／円 (千ＺＡＲ)  21,060,430  9,067,880

ユーロ／ドル (千ユーロ)  5,345,140  983,960

その他    5,893,280  1,718,440

区分 

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

取引高 取引高

日経225  85,196  59,523

FTSE100  7,250  1,517

DAX  11,701  1,212

FTSE中国25  2,545  527
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